
大和市にあ ります 7作業所が集まつた『やまねっと』では、現在仕事の募集を

しています。何かご用がありましたらご連絡をいただけたらと思います。

仕事は・・・

学習教材の袋詰め

電子部品の組み立て

お菓子の箱組み立て

1直札付け

などです

それ以外のお仕事も募集をしておりますので、是非ご一報下さい

仕事をお待ちしてお ります。

特定非営利法人 「やまねっと」

080-3410-8567

担当 工藤・勇
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「障害者の現状について」

時下益々ご清栄の事お喜び申し上げます。

大和市内にございます。障害者作業施設を運営させて頂いております。特定非営利法人大

和障害者地域生活支援ネットワーク (通称ヤマネット)と 申します。

大和市内にいらつしゃいます知的障害者を中心に身体や精神の障害のある方 7作業所を運

営させていただいてお ります。

度々の訪間に際し、大変心苦しいとは思われますが、昨今の障害者の現状を考えるに至っ

て幾度となく足を運び、わずかなお仕事でもあればと考え様々にご紹介をさせて頂いてお

ります。

私 どものほうでも受注作業だけではなく、就労支援、店舗などへの他事業への展開など、

そしてその他農業収益などの展開を考えておりますが NPOと いう現状から人員や予算な

どの問題にぶつかりなかなか進まぬ現状の団体も存在 します。今後何かお仕事に繋がるよ

うな情報がございましたら私どもにご一報をいただければありがたく、感謝をさせて頂き

ます。

是非、今後ともご理解とご協力の上何卒よろしくお願いをいたします。

2010年   7月

特定非営利法人

大和障害者地域支援ネットワーク

現担当 工藤・勇



【現在の作業内容】

(1)  作業内容は学習教材の付録仕事 (内容シール貼り)

(2)  おしばり工場 使用 (可・不の選別 )

穴あき汚れ等を選別使える物は 100枚紐縛 り製品整え。製品配送有り

(3)  難聴用補聴器部品の一部部品の手作り

(4) 太陽電池ソーラパネル関連部品のプラスチック小箱のネジ止めと端子付け

(4)  留め金の枠内差し込み等 (運送便での受け送 り)

(5)  クッキー 。お菓子類を入れる箱の組み立て

(6)  ゲームセンターで使用するボールの洗浄

(7)  自動車部品 (ワ ッシヤー)の検品

(8)  菓子類の袋詰め

(10)電 子部品のステンレスの差 し込みの取り付け

企業様のメ リッ トは・・・

社会貢献

障害のある方に仕事を出すという事によつて “信用"と “ステータス"になります。

人員確保

複雑な作業ではないですが、大量に仕事をこなせます。



受注作業

況 受

注

状

作業内容 : 学習教材、製品の袋詰め

受注量 2000～ 3000個

納期 1～ 2日

西己だを 企業様による

況 受

注

状

作業内容 : 菓子箱作 り

受注量 500～ 5000個

納期 1週間

配送 作業所により

況 受

注

状

作業内容 : ゲーム機に使 うボール洗浄

受注量 6000個

納期 2週間

配送 作業所による

況 受

注

状

作業内容 : クロスの検品 。結束

受注量 40袋 (1袋 400枚 )

納期 1週間ほど

配 送 企業様による

受

注

状

況

作業内容 : 学習教材、付録セット作 り

受注量 3000～ 4000個

納期 1カ 月

酉己だ当 企業様による

況 受

注

状

作業内容 : キヤラクターグッズ 証紙貼 り。袋入れ

受注量 7000～ 1万個

納期 1週間程度

配送 企業様による

実活動人数 10名～ 22名

平均年齢 26歳 ～ 39歳

年間収益       約 700, 000円 ～ 2, 000, 000円

利用者月平均工賃 3, 000円 ～ 14, 500円



【作業人員】

7作業所 (名 前 。人数)

○  大和泉の森作業所   15名
○  大和福 田作業所   20名
○  大和のぎく作業所  10名
○  大和みつば作業所  20名
○  大和さくら作業所  20名
○  大和すずな作業所  20名
○  大和つきみの作業所 15名

大和市内方面で現在「やまねつと」7作業所での作業人数は142名 となっています

大和市内  [そ の他] 担当6作業所の通所人数は 191名 になっております。

☆ あゆみの家           31名    味噌製造など

☆ フレッシュゾーン 。ボイス    20名    キャラクターグッズ関連

☆ ふきのとう舎          66名    豆腐・菓子製造

☆ ワークステーション・菜の花   34名    植栽・庭作業、学校教材

☆ 大和市障害者自立支援センター  20名    工業部品のチェック等

☆ ワークセンターやまと      20名    封入れ作業等

通所メンバー全体 合計 333名

∫ メンバーー同、心よりお待ちしておりますのでよろしくお願いします。

一度、見学にもお越しください。 ♪

特定非営利法人

大和障害者生活支援ネットワーク (やまねっと)

2009年 12月 1日 現担当:=譲 、ガ



施設外授産に関するご提案

大和市内の福祉施設では、障がいのある方達が行う作業と,と もに施設タト授産先も

探しています。施設タト授産とは、福祉施設を利用している障がいのある方が施設に

籍を置きながら、企業内のスペースをお借りして、受託作業を行うことです。

外注に関する経費削減や障がい者雇用についてのシュミレーション等、企業様に

とってもメリットのある仕組みですので、ぜひご検討<ださい。

ポイント1。  タト注にかかる煩雑な手間が省けます

社内での作業となりますので、

ッ
′ポイント2. 品質管理

〆
ポイント3. 障がい者雇用に向けた取り組み

受注例
・製造業 (検査・梱包)

。清掃業務
・グリーンメインテナンス

・物流業

『こんな作業に従業員の手が取られるのは

もったいない』『外注に出すほどではないが

誰がやつても良い仕事が色々ある。』等、

どんなことでも相談<ださい。コス ト面でも

品質管理面でも安lbな施設タト授産の提案をいたします。
お問い合わせ先

住所 :

電話 :

Fぶ :

担当 :



市内福祉施設一覧

施設名 住 所 電話番号 現在受注している作業

大和つきみの作業所 大和市下鶴間 1592-6 046-277-2434
キャラクターグッズの

検査・梱包

大和すずな作業所 大和市下鶴間 1738-6 046-271-0566

あるむ 大和市林間 2-20-26 046-275-9520

フレッシュゾーン

ボイス
大和市 046-274-5880

第 2松風園 大和市西鶴間 2-24-1 046-274-2426

大和市障害者

自立支援センター
大和市鶴間 1-19-3 046-265-5198

ワークステーション

菜の花
大禾□市深見西 8-6-18 046-200-0710

大和みつば作業所 大和市深見西 7-4-10 046-264-8677

大和泉の森作業所 大和市策森 1-8-23 046-264-2218

あゆみの家 大和市桜森 1-8-23 046-262-6880

ワークセンター大和 大和市中央 3-5-9 046-261-2080

ホープ大和 大和市下草柳 864-1 046-244-4511

大和さくら作業所 大和市柳橋 1-7-6 046-263-5900

6ヽ きのとう舎 大和市柳橋 5-3-1 046-269-8880

ふきのとう向生舎 大和市柳橋 5-3-16 046-268-9912

大和福田作業所 大和市渋谷 2-4-3 046-268-8620

大和のぎく作業所 大和市下和田 1276 046-268-0748

福田の里 大和市福田 74 046-267-8425

福田の里分場 大和市代宮 4-19-1 070-6121-0249



障がい者雇用に関するご提案

大和市内の福祉施設や就労支援機関では、障がいのある方達が働<場所を探して

います。また、障がい者雇用を検討されている企業への支援も行つています。

障がい者雇用で何かお困りのことがございましたら、ぜひ私どもを活用<ださい。

イポ1黒障膚厖異賽マ諄駐雉誌鍵行篭7著曇こ雇用したがうま<
いかなかつた』『雇用はしたいが、任せられそうな仕事がない』等の

lb配はお任せ<ださい。担当職員が企業と相談の上、業務分析や雇用

に向けた仕事の組立て等を提案いたします。

ポイント2. 雇用から離職調整にいたるまで一環した支援

仕事内容の組み立て、候補者の選定、各種必要手続、職場での職業

指導、職場定着のための職場訪Fo5、 家族との連絡調整等、就労者と

企業とのパイプ役としてジヨブコーチが障がい者・企業双方をサポート

いたします。『一度雇用したら企業の丸抱え』というlb配はございま

せんので、ご安心<ださい。

ν′ヴ鮮 クズ雑誌舞晃1昇菖ξ雪著亀設ゃ就労支援機関は常に連携を
取りながら、障がい者雇用のための支援を行つています。企業で働<障
がい者と雇用する企業双方を支援 してい<ためのバックアップ体制が

整っています。何か困つたことがあった際には、チームとして問題解決

のための相談を企業と一iilに進めます。また、ネットワークを活かし、

企業 鋼 場 。職種)に含う人材をご紹介いたします。

雇用例
。社屋清掃
。各種入出庫作業

・事務職
。各事業所でのニ ッチ作業

『こんな作業に従業員の手が取られるのは

もったいない』『障がい者雇用は企業の社会的

責任と言われているが・・』等、障がい者雇用

について困つたことへの解決方法を一緒に考え

ます。これまでの経験とネットワークを活かし

障がい者雇用について、様々な提案をいたします。

お問い合わせ先

住所 :大和市

電話 :

阻 :

担当 :



ノ 雇用まで実例 (支援機関のサポートを受けての IT系企業での取り組み)

障がい者雇用の検討

雇用条件の調整

候補者との面接

障がい者雇用についての指導をハローワークより受け、雇用につ

いて検討していたが、本来業務での雇用は進ます。

支援機関がサポートに入り、障がい者が従事できる仕事 (簡単な

事務補助や清掃等)を作り出し、採用人数や時期の検討。

障がい者雇用の目処が立ち、雇用条件の整理や雇用計画について

の確認、必要手続きをハローワーク等にて行う。

支援機関が候補者を選定。紹介状の発行等ハローワークでの必要

手続きを経て面接へ。

実際に作業を行うことができるか、採用後考えられる課題はない

かをテーマにジョブコーチの支援受けながら実習。

実習を経て、採用が決定。採用後もジョプコーチが定期的に職場

を訪Fo5し、良い形での雇用が継続されるよう支援を実施。

雇用に対する助成措置等
・ジョフコーチ支援

障がい者が職場に適応できるように、ジョブコーチが職場に出向いて、

障がい者及び企業に対して支援や助言等を行うサービスです。

・特定求職者雇用開発助成金

障がい等により、就職が特に困難なんをハローワーク等の紹介により雇い入れ

た企業に対して、その賃金の一部を雇い入れた日から一定期間助成することによ

り、雇用機会の増大を図るものです。

※企業に対する助成措置等につきましては、この他にも色展ございます。

詳し<はハローワークにお尋ね<ださい。

障がい者の定義

企業での障がい者雇用として認められるためには、障がい者手帳の交付を受けてい

ることが必要となります。障がいとしては、身体に障がいのある身体障がい、理解力

や判断力等の矢目的能力に課題のある知的障がい、精神疾患を伴う精神障がいに劣類さ

れ、それぞれの障がい特性に応じた働き方をしています。

談相

実 習

採 用

問い合わせ先

機関 。施設名 住  所 電話番号

ハローワーク大和 大和市深見西

大和市障害者自立支援センター

ふきのとう舎

ワークステーション・菜の花

ワークセンターやまと

ホープ大不□



作業受託に関するご提案

大不□市内の福祉施設では、障がいのある方達が行う作業を探しています。

福祉施設では多<の企業から作業を受注し、工業製品の検査・梱包から食品類の

簡単な加工まで、様々な生産活動を行つています。これまでの受注実績を踏まえ、

企業にとつてもメリットの受注提案をいたします。

ポイント1. マンパワーとネットワーク

大禾□市内には、19箇所の福祉施設があり、約 300名 の方が福祉施設を

利用し、多<の方が作業に携わつています。人数や施設間のネットワーク

によるメリットを活かし、大量ロット、短納期の作業を請け負います。

ノ
ポ

編 へざLと なると品質が,い配」と思われる企業も多く

あります。でも大丈夫です。受注した作業につきましては、施設職員が

責任を持つて品質管理しており、品質上のクレームについては皆無です。

ッ′電離 煩雑な重肇≦lぢlましては、専任のコーデイネーターが
担当いたします。コーデイネーターが企業と福祉施設のパイプ役となり、

外注に伴う配送や単価設定、品質管理等の諸調整を行います。

受注15j

。工業用品の検査・梱包

・衛生商品類の検査・梱包
。商品への値付け
。野菜類の皮むき

『こんな作業に従業員の手が取られるのは

もつたいない』『少量毎にタト注している作業を

一括外注にして、余計な手間を省きたい』等、

どんなことでも相談<ださい。マンパワーと

ネットワークを活かし、様皮な提案をいたします。
お問い合わせ先

(NPO)や まねつと

住所 :大和市桜森 1‐ 8‐ 23

目∃言舌:046‐ 264‐ 2218

Fぶ :

担当 :工藤、勇 (泉の森作業所内)



市内福祉施設一覧

施設名 住 所 電話番号 現在受注している作業

大和つきみの作業所 大和市下鶴間 1592-6 046-277-2434 キャラクターグッズの

検査・梱包

大和すずな作業所 大和市下鶴間 1738-6 046-271-0566

あるむ 大和市林間 2-20-26 046-275-9520

フレッシュゾーン

ボイス
大和市 046-274-5880

第 2松風園 大和市西鶴間 2-24-1 046-274-2426

大和市障害者

自立支援センター
大禾□市鶴間 1-19-3 046-265-5198

ワークステーション

菜の花
大不□市深見西 8-6-18 046-200-0710

大不□みつば作業所 大和市深見西 7-4-10 046-264-8677

大和泉の森作業所 大禾□市策森 1-8-23 046-264-2218

あゆみの家 大和市桜森 1-8-23 046-262-6880

ワークセンター大和 大和市中央 3-5-9 046-261-2080

ホープ大和 大和市下草柳 864-1 046-244-4511

大和さくら作業所 大和市初l橋 1-7-6 046-263-5900

6ヽ きのとう舎 大和市柳橋 5-3-1 046-269-8880

lS~ヽ きのとう向生舎 大和市柳橋 5-316 046-268-9912

大和福田作業所 046-268-8620

大和のぎく作業所 大和市下和田 1276 046-268-0748

福田の里 大和市福田 74 046-267-8425

福田の里分場 大和市代官 4-19-1 070-6121-0249


